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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体を処理する方法であって、該被処理体は、下部磁性層、該下部磁性層上に設け
られた絶縁層、該絶縁層上に設けられた上部磁性層、及び該上部磁性層上に設けられたマ
スクを有し、該方法は、
　前記上部磁性層をエッチングする工程であり、プラズマ処理装置の処理容器内に第１の
処理ガスを供給し、該第１の処理ガスのプラズマを発生させて、該第１の処理ガスのプラ
ズマにより前記上部磁性層をエッチングする、該工程と、
　前記上部磁性層をエッチングする前記工程によって前記被処理体上に形成された堆積物
を除去する工程と、
を含み、
　前記堆積物を除去する工程は、
　　Ｈ２ガスを含む第２の処理ガスのプラズマによって前記堆積物に還元反応を生じさせ
る工程と、
　　還元する前記工程により生成された生成物を、ヘキサフルオロアセチルアセトンを含
む第３の処理ガスを用いて除去する工程と、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記上部磁性層をエッチングする前記工程と前記堆積物を除去する工程とが交互に繰り
返される、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記第２の処理ガスは、更にＮ２ガスを含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第３の処理ガスは、Ｈ２Ｏを含む、請求項１～３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記上部磁性層は、ＣｏＦｅＢを含む、請求項１～４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記絶縁層をエッチングする工程であり、プラズマ処理装置の処理容器内に第４の処理
ガスを供給し、該第４の処理ガスのプラズマを発生させて、該第４の処理ガスのプラズマ
により前記絶縁層をエッチングする該工程を更に含む、請求項１～５の何れか一項に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、被処理体を処理する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｓ
ｓ　ｍｅｍｏｒｙ）素子は、磁性トンネル接合（ＭＴＪ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｔｕｎｎｅ
ｌ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ）を有するメモリであり、二つの磁性層、及び当該磁性層の間に設
けられた絶縁層を有している。磁性層は、Ｃｏ及び／又はＦｅといった金属から構成され
ている。
【０００３】
　磁気ランダムアクセスメモリの製造においては、被処理体の二つの磁性層及び絶縁膜に
マスクのパターンを転写するためのエッチングが行われる。このエッチングでは、気化さ
れにくい反応生成物が生成され、当該反応生成物が被処理体上に堆積する。この反応生成
物は、ＭＲＡＭ素子のリーク電流といった種々の問題をもたらし得るもので、除去される
必要がある。
【０００４】
　下記の特許文献１には、反応生成物を除去する方法が記載されている。特許文献１に記
載された方法では、まず、二つの磁性層、即ち、下部磁性層と上部磁性層のうち上部磁性
層が、ハロゲン元素を含む処理ガスのプラズマによりエッチングされる。次いで、被処理
体表面に保護膜が形成される。次いで、絶縁層がエッチングされる。その後、ＰＦ３ガス
を含む処理ガスにより、反応生成物が除去される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－４９４６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上部磁性層のエッチングによっても、反応生成物、即ち堆積物が被処理体上
に形成される。しかしながら、特許文献１に記載された方法は、絶縁層のエッチングによ
って形成された反応生成物の除去のみを行うものであり、上部磁性層のエッチングによっ
て形成される堆積物の除去を行うものではない。しかしながら、上部磁性層のエッチング
によって形成される堆積物も除去される必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様においては、被処理体を処理する方法が提供される。被処理体は、下部磁性層、
該下部磁性層上に設けられた絶縁層、該絶縁層上に設けられた上部磁性層、及び該上部磁
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性層上に設けられたマスクを有する。この方法は、（ａ）上部磁性層をエッチングする工
程であり、プラズマ処理装置の処理容器内に第１の処理ガスを供給し、該第１の処理ガス
のプラズマを発生させて、該第１の処理ガスのプラズマにより上部磁性層をエッチングす
る、該工程（以下、「工程ａ」という）と、（ｂ）工程ａによって被処理体上に形成され
た堆積物を除去する工程（以下、「工程ｂ」という）と、を含む。工程ｂは、（ｂ１）Ｈ

２ガスを含む第２の処理ガスのプラズマによって堆積物に還元反応を生じさせる工程と、
（ｂ２）還元反応を生じさせる前記工程により生成された生成物を、ヘキサフルオロアセ
チルアセトンを含む第３の処理ガスを用いて除去する工程と、を含む。一実施形態では、
上部磁性層は、ＣｏＦｅＢを含み得る。
【０００８】
　工程ａの上部磁性層のエッチングによって形成される堆積物は、金属酸化物を含有し得
る。この金属酸化物は上部磁性層に含まれる金属と酸素との反応によって形成される。酸
素は、被処理体に含まれる層、又はプラズマ処理装置の各種パーツから発生するものと考
えられる。一態様に係る方法は、Ｈ２ガスを含む第２の処理ガスのプラズマにより堆積物
に還元反応を生じさせている。この還元反応により堆積物から得られる生成物は、ヘキサ
フルオロアセチルアセトンを含む第３の処理ガスによって除去可能なものとなる。したが
って、この方法によれば、上部磁性層のエッチングによって形成される堆積物を除去する
ことが可能となる。
【０００９】
　一実施形態では、工程ａと工程ｂとが交互に繰り返されてもよい。この実施形態によれ
ば、工程ａと工程ｂとの繰り返しにより、多量の堆積物の発生を防止して、工程ａのエッ
チングによって発生する堆積物を除去することが可能である。
【００１０】
　一実施形態では、第２の処理ガスは、更にＮ２ガスを含み得る。この実施形態では、第
２の処理ガスにＮ２ガスが含まれているので、第２の処理ガスのプラズマを安定して発生
させることが可能である。
【００１１】
　一実施形態では、第３の処理ガスは、Ｈ２Ｏを含み得る。この実施形態によれば、還元
反応によって得られる生成物とヘキサフルオロアセチルアセトンとの反応を促進させるこ
とが可能である。
【００１２】
　一実施形態の方法は、絶縁層をエッチングする工程を更に含み得る。絶縁層をエッチン
グする工程は、プラズマ処理装置の処理容器内に第４の処理ガスを供給し、該第４の処理
ガスのプラズマを発生させて、該第４の処理ガスのプラズマにより絶縁層をエッチングす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、磁性層のエッチングによって形成される堆積物を除去することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態に係る被処理体を処理する方法の流れ図である。
【図２】図１に示す方法が適用される被処理体の一例、及び、図１に示す方法の各工程の
実行後の被処理体の状態を示す断面図である。
【図３】図１に示す方法の各工程の実行後の被処理体の状態を示す断面図である。
【図４】図１に示す方法の各工程の実行後の被処理体の状態を示す断面図である。
【図５】図１に示す方法の各工程の実行後の被処理体の状態を示す断面図である。
【図６】図６は図１に示す工程ＳＴ５の詳細を示す流れ図である。
【図７】図１に示す方法の実施に用いることができる一実施形態の処理システムを概略的
に示す図である。
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【図８】図７に示すプロセスモジュールＰＭ１として用いることが可能なプラズマ処理装
置を概略的に示す図である。
【図９】図７に示すプロセスモジュールＰＭ２として用いることが可能なプラズマ処理装
置を概略的に示す図である。
【図１０】図７に示すプロセスモジュールＰＭ４として用いることが可能なプラズマ処理
装置を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して種々の実施形態について詳細に説明する。なお、各図面において
同一又は相当の部分に対しては同一の符号を附すこととする。
【００１６】
　図１は、一実施形態に係る被処理体を処理する方法の流れ図である。図１に示す方法Ｍ
Ｔは、磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃ
ｃｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）素子の製造において用いられる方法であり、少なくとも、上部磁
性層をエッチングする工程ＳＴ２、及び、堆積物を除去する工程ＳＴ３を含んでいる。ま
た、一実施形態では、方法ＭＴは、工程ＳＴ２及び工程ＳＴ３に加えて、工程ＳＴ１、Ｓ
Ｔ４～ＳＴ７を含んでいる。
【００１７】
　図２は、図１に示す方法が適用される被処理体の一例、及び、図１に示す方法の各工程
の実行後の被処理体の状態を示す断面図である。図２の（ａ）に示すように、方法ＭＴが
適用される被処理体（以下、「ウエハＷ」という）は、基板ＳＢ、下部電極層ＬＥ、ピン
止め層ＰＬ、下部磁性層ＬＭ、絶縁層ＩＬ、上部磁性層ＵＭ、上部電極層ＵＥ、及び、マ
スク層ＭＬを有している。
【００１８】
　下部電極層ＬＥは、電気伝導性を有する電極材料から構成された層であり、基板ＳＢ上
に設けられている。下部電極層ＬＥの厚さは、例えば約５ｎｍである。ピン止め層ＰＬは
、下部電極層ＬＥと下部磁性層ＬＭの間に設けられている。ＭＲＡＭ素子におけるピン止
め層ＰＬは、反強磁性体によるピン止め効果により下部磁性層ＬＭの磁化の方向を固定す
るための層として機能する。ピン止め層ＰＬは、例えば、ＩｒＭｎ（イリジウムマンガン
）、ＰｔＭｎ（プラチナマンガン）等の反強磁性体材料から構成されており、その厚さは
、例えば約７ｎｍである。
【００１９】
　下部磁性層ＬＭは、強磁性体を含む層であり、ピン止め層ＰＬ上に設けられている。下
部磁性層ＬＭは、所謂ピンド層として機能する層である。即ち、ＭＲＡＭ素子において、
下部磁性層ＬＭの磁化の方向は、ピン止め層ＰＬによるピン止め効果により、外部磁界の
影響を受けず、一定に保持される。下部磁性層ＬＭは、例えばＣｏＦｅＢから構成されて
おり、その厚さは、例えば約２．５ｎｍである。
【００２０】
　絶縁層ＩＬは、下部磁性層ＬＭと上部磁性層ＵＭとの間に設けられている。ＭＲＡＭ素
子における絶縁層ＩＬは、磁性トンネル接合（ＭＴＪ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｔｕｎｎｅｌ
　ｊｕｎｃｔｉｏｎ）を構成する。ＭＲＡＭ素子の磁性トンネル接合（ＭＴＪ）では、下
部磁性層ＬＭと上部磁性層ＵＭとの間に絶縁層ＩＬが介在することにより、下部磁性層Ｌ
Ｍと上部磁性層ＵＭとの間に、トンネル磁気抵抗効果（ＴＭＲ：Ｔｕｎｎｅｌ　ｍａｇｎ
ｅｔｏｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）が生じる。即ち、下部磁性層ＬＭと上部磁性層ＵＭとの間
には、下部磁性層ＬＭの磁化方向と上部磁性層ＵＭの磁化方向との相対関係（平行又は反
平行）に応じた電気抵抗が生じる。この絶縁層ＩＬとは、Ａｌ２Ｏ３又はＭｇＯから構成
されており、その厚さは、例えば１．３ｎｍである。
【００２１】
　上部磁性層ＵＭは、強磁性体を含む層であり、絶縁層ＩＬ上に設けられている。ＭＲＡ
Ｍ素子における上部磁性層ＵＭは、所謂フリー層として機能する層である。即ち、ＭＲＡ
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Ｍ素子において、上部磁性層ＵＭの磁化の向きは、磁気情報である外部磁場に追従する。
上部磁性層ＵＭは、例えばＣｏＦｅＢから構成されており、その厚さは、例えば約２．５
ｎｍである。
【００２２】
　上部電極層ＵＥは、電気伝導性を有する電極材料から構成される層である。上部電極層
ＵＥは、例えば、Ｔａから構成され得る。マスク層ＭＬは、上部電極層ＵＥ及び上部磁性
層ＵＭをエッチングするためのマスクの元となる層である。マスク層ＭＬは、例えば、ア
モルファスカーボンを含む第１層及びＳｉＯ２を含む第２層から構成され得る。第２層は
、上部電極層ＵＥ上に設けられ、第１層は第２層上に設けられる。
【００２３】
　再び図１を参照し、方法ＭＴの各工程について説明する。以下、図１に加え、図３～図
５を適宜参照する。図３～図５は、図１に示す方法の各工程の実行後の被処理体の状態を
示す断面図である。図１に示すように、方法ＭＴでは、まず、工程ＳＴ１が実行される。
工程ＳＴ１では、図２の（ｂ）に示すように、マスク層ＭＬからマスクＭＫが作成される
。マスクＭＫは、第１層上にパターニングされたマスクを設けて、マスク層ＭＬの第１層
及び第２層を順にエッチングすることにより作成することができる。第１層はＯ２ガスを
含む処理ガスのプラズマによりエッチングすることができ、第２層はフルオロカーボンガ
スを含む処理ガスのプラズマによりエッチングすることができる。
【００２４】
　続く工程ＳＴ２では、上部磁性層ＵＭがエッチングされる。一実施形態の工程ＳＴ２で
は、上部電極層ＵＥと上部磁性層ＵＭとが一括してエッチングされる。この工程ＳＴ２で
は、プラズマ処理装置の処理容器内に、処理ガスＡ（第１の処理ガス）が供給される。こ
の処理ガスＡは、ハロゲン元素を含み得る。また、処理ガスＡは、希ガスを更に含み得る
。例えば、処理ガスＡは、ＳＦ６ガス及びＡｒガスを含む。そして、工程ＳＴ２では、当
該処理ガスＡのプラズマが生成される。工程ＳＴ２では、処理ガスＡのプラズマにウエハ
Ｗが晒される。これにより、図２の（ｃ）に示すように、上部電極層ＵＥ及び上部磁性層
ＵＭがエッチングされ、当該上部電極層ＵＥ及び上部磁性層ＵＭにマスクＭＫのパターン
が転写される。
【００２５】
　工程ＳＴ２によって上部磁性層ＵＭがエッチングされると、図２の（ｃ）に示すように
、堆積物ＤＰがウエハＷ上に形成される。具体的には、上部電極層ＵＥの側面、上部磁性
層ＵＭの側面、及び、絶縁層ＩＬの表面に堆積物ＤＰが形成される。堆積物ＤＰは、上部
磁性層ＵＭに含まれるＣｏ及びＦｅの酸化物を含む。堆積物ＤＰ中のＣｏ及びＦｅの酸化
物は、マスクＭＫに含まれるＳｉＯ２、又は、プラズマ処理装置の各種パーツから発生す
る酸素によるＣｏ及びＦｅの酸化に由来するものと考えられる。
【００２６】
　上記堆積物ＤＰを除去するため、方法ＭＴでは、次いで、工程ＳＴ３が実行される。こ
の工程ＳＴ３は、工程ＳＴ３１及び工程ＳＴ３２を含んでいる。工程ＳＴ３１では、堆積
物に還元反応を生じさせる処理が行われる。工程ＳＴ３１では、プラズマ処理装置の処理
容器内に、Ｈ２ガスを含む処理ガスＢ（第２の処理ガス）が供給される。そして、この処
理ガスＢのプラズマが生成される。工程ＳＴ３１では、処理ガスＢのプラズマにウエハＷ
が晒される。これにより、図３の（ａ）に示すように、堆積物ＤＰの還元反応が生じ、当
該堆積物ＤＰから生成物ＲＰが生成される。具体的には、堆積物ＤＰ中のＣｏ及びＦｅの
酸化物から酸素が取りさられ、Ｃｏ及びＦｅを含む生成物ＲＰが得られる。
【００２７】
　一実施形態では、工程ＳＴ３１で用いられる処理ガスは、Ｈ２ガスに加えてＮ２ガスを
含んでいてもよい。この実施形態では、第２の処理ガスのプラズマを安定して発生させる
ことが可能である。
【００２８】
　続く工程ＳＴ３２では、生成物ＲＰを除去するために、ウエハＷを収容している処理容
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器内に、ヘキサフルオロアセチルアセトンを含む処理ガスＣ（第３の処理ガス）が供給さ
れる。ここで、ヘキサフルオロアセチルアセトンは、１，１，１，５，５，５－ヘキサフ
ルオロアセチルアセトン（以下、「ｈｆａｃＨ」と称する）である。一実施形態では、処
理ガスＣは、Ｈ２Ｏ及び／又はＯ２ガスを含んでいてもよい。この工程Ｓ３２では、生成
物ＲＰに含まれているＣｏ及びＦｅが、ｈｆａｃによって錯化する。「ｈｆａｃ」とは、
ｈｆａｃＨから水素（Ｈ）が離脱して当該ｈｆａｃＨが一価の陰イオンとなることにより
生成されるヘキサフルオロアセチルアセトナート配位子である。例えば、下記の反応式で
表されるように生成物ＲＰ中のＣｏから、Ｃｏの錯体が形成される。
Ｃｏ＋２（ｈｆａｃ）＋２Ｈ２Ｏ→Ｃｏ（Ｈ２Ｏ）２（ｈｆａｃ）２

【００２９】
　工程ＳＴ３２では、このように生成された錯体が除去される。これによって、図３の（
ｂ）に示すように、生成物ＲＰが除去される。なお、処理ガスＣにＨ２Ｏが含まれている
場合には、生成物ＲＰとｈｆａｃとの反応を促進させることが可能である。即ち、Ｈ２Ｏ
は、上記反応式の反応を促進させ、Ｃｏとｈａｆｃの錯体を生成し易くする目的で処理ガ
スＣに添加される。
【００３０】
　一実施形態では、工程ＳＴ３１と工程ＳＴ３２が交互に繰り返されてもよい。この実施
形態によれば、工程ＳＴ３１において上部磁性層ＵＭが部分的にエッチングされ、当該工
程ＳＴ３１によって発生する比較的少量の堆積物ＤＰが工程ＳＴ３２において除去される
。このように工程ＳＴ３１及び工程ＳＴ３２を交互に繰り返すことにより、多量の堆積物
ＤＰの発生を防止して、工程ＳＴ３１のエッチングによって発生する堆積物ＤＰを除去す
ることが可能となる。
【００３１】
　次いで、方法ＭＴでは、工程ＳＴ４が実行される。工程ＳＴ４では、ウエハＷが成膜装
置に搬送される。そして、図４の（ａ）に示すように、ウエハＷの表面に保護膜ＰＦが形
成される。この保護膜ＰＦは、例えばＳｉＮ又はＳｉＯ２から構成される。なお、図４の
（ａ）においては、マスクＭＫが省略されている。マスクＭＫは、工程ＳＴ４の後の工程
の実行中に消失してもよく、或いは、工程ＳＴ４の実行前に除去されてもよい。
【００３２】
　次いで、方法ＭＴでは、工程ＳＴ５が実行される。図６は、図１に示す工程ＳＴ５の詳
細を示す流れ図である。図６に示すように、工程ＳＴ５は、工程ＳＴ５１及び工程ＳＴ５
２を含んでいる。工程Ｓ５１では、プラズマ処理装置の処理容器内に処理ガスＤ（第４の
処理ガス）が供給され、当該処理ガスＤのプラズマが生成される。このプラズマにウエハ
Ｗが晒されることにより、上部電極層ＵＥ、上部磁性層ＵＭ、及び保護膜ＰＦによって覆
われていない領域において、絶縁層ＩＬがエッチングされる。
【００３３】
　工程ＳＴ５１に用いられる処理ガスＤは、プラズマ源によって発生したプラズマによっ
て解離しラジカルを生成する分解性のガスである。このラジカルは、還元反応、酸化反応
、塩化反応、又はフッ化反応を起こすラジカルであってもよい。処理ガスＤは、水素元素
、酸素元素、塩素元素又はフッ素元素を含有するガスであってもよい。具体的には、処理
ガスＤは、Ａｒ、Ｎ２、Ｏ２、Ｈ２、Ｈｅ、ＢＣｌ３、Ｃｌ２、ＣＦ４、ＮＦ３、ＣＨ４

又はＳＦ６等を含み得る。より具体的な一例では、処理ガスＤは、Ｏ２ガス、Ａｒガス、
Ｈ２ガス、Ｃｌ２ガス、及び、ＮＦ３ガスを含有し得る。
【００３４】
　この処理ガスのプラズマによって絶縁層ＩＬがエッチングされると、図６の（ｂ）に示
すように、反応生成物ＲＰ２が発生する。反応生成物ＲＰ２には、上部電極層ＵＥ、保護
膜ＰＦ、及び絶縁層ＩＬに含まれる金属、当該金属の酸化物、塩化物、窒化物、ハロゲン
化物、又は、ＣやＳｉを含有する化合物等が含まれる可能性がある。この反応生成物ＲＰ
２は、図４の（ｃ）に示すように、エッチングによって形成された形状の側面、及び／又
は下部磁性層ＬＭの表面に付着する。このように形成される反応生成物ＲＰ２は、後続の
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エッチングによって形成される形状の垂直性を低下させる。また、反応生成物ＲＰ２は導
電性物質を含むので、当該反応生成物ＲＰ２が残されていると、ＭＲＡＭ素子にリーク電
流をもたらす要因となり得る。
【００３５】
　このため、続く工程ＳＴ５２では、ＰＦ３を含むエッチングガスを用いたトリートメン
ト処理が行われる。工程ＳＴ５２では、工程ＳＴ５１と同じプラズマ処理装置の処理容器
内に処理ガスＥが供給される。この処理ガスＥは、プラズマに晒すことなく反応生成物と
反応させるための反応性のガスである。この処理ガスＥは、例えば反応生成物との反応が
載置台１１０の温度に依存するガスを含んでいてもよい。具体的には、処理ガスＥとして
は、ＨＦ、Ｃｌ２、ＨＣｌ、Ｈ２Ｏ、ＰＦ３、Ｆ２、ＣｌＦ３、ＣＯＦ２、シクロペンタ
ジエン又はＡｍｉｄｉｎａｔｏ等が用いられる。
【００３６】
　また、処理ガスＥは、電子供与性ガスを含み得る。電子供与性ガスとは、一般的には、
電気陰性度又はイオン化ポテンシャルが大きく異なる原子で構成されるガス、或いは、孤
立電子対を持つ原子を含むガスである。電子供与性ガスは、他の化合物に電子を与えやす
い性質を有する。例えば、電子供与性ガスは、金属化合物等と配位子として結合し蒸発す
る性質を有する。電子供与性ガスとしては、ＳＦ６、ＰＨ３、ＰＦ３、ＰＣｌ３、ＰＢｒ

３、ＰＩ３、ＣＦ４、ＡｓＨ３、ＳｂＨ３、ＳＯ３、ＳＯ２、Ｈ２Ｓ、ＳｅＨ２、ＴｅＨ

２、Ｃｌ３Ｆ、Ｈ２Ｏ、Ｈ２Ｏ２等、又はカルボニル基を含有するガスが挙げられる。よ
り具体的な一例として、処理ガスＥは、ＰＦ３ガスを含み得る。
【００３７】
　この処理ガスＥにウエハＷが晒されると、例えば、処理ガスＥに含まれるＰＦ３と反応
生成物ＲＰ２に含まれる金属との化合物が形成される。かかる化合物は比較的低い温度で
気化する。したがって、当該化合物は容易に排気され得る。かかる工程ＳＴ５２により、
図４の（ｂ）に示すように、反応生成物ＲＰ２が除去される。
【００３８】
　なお、工程ＳＴ５１及び工程ＳＴ５２の何れか一方又は双方に用いられる処理ガスにＰ
Ｆ３ガスが含まれていてもよい。また、工程ＳＴ５１及び工程ＳＴ５２が交互に繰り返さ
れもよい。
【００３９】
　続く工程ＳＴ６では、下部磁性層ＬＭ及びピン止め層ＰＬがエッチングされる。工程Ｓ
Ｔ６では、プラズマ処理装置の処理容器内にＣＨ４を含む処理ガスが供給される。この処
理ガスＦは、Ｈｅ、Ｎ２、Ａｒ等の不活性ガス、及び／又は、カルボニル基を含有するガ
ス、Ｈ２等、メタン以外のガスを含み得る。そして、処理ガスＦのプラズマが生成され、
当該プラズマにウエハＷが晒される。これにより、図５の（ａ）に示すように、上部電極
層ＵＥ、上部磁性層ＵＭ、及び保護膜ＰＦによって覆われていない領域において、下部磁
性層ＬＭ及びピン止め層ＰＬがエッチングされる。
【００４０】
　続く工程ＳＴ７では、下部電極層ＬＥがエッチングされる。この工程ＳＴ７では、プラ
ズマ処理装置の処理容器内に処理ガスＧが供給される。この処理ガスＧは、Ｈｅ、Ｎ２、
Ａｒ等の不活性ガス、及び／又は、カルボニル基を含有するガス、ＣＨ４、Ｈ２等を含み
得る。そして、この処理ガスＧのプラズマが生成され、当該プラズマにウエハＷが晒され
る。これにより、図５の（ｂ）に示すように上部電極層ＵＥ及び上部磁性層ＵＭによって
覆われていない領域において、下部電極層ＬＥがエッチングされ、ＭＲＡＭ素子が形成さ
れる。
【００４１】
　この方法ＭＴによれば、Ｈ２ガスを含む処理ガスＢのプラズマにより堆積物ＤＰに還元
反応を生じさせている。この還元反応により堆積物ＤＰから得られる生成物ＲＰは、ヘキ
サフルオロアセチルアセトンを含む処理ガスＣによって除去可能なものとなる。したがっ
て、この方法によれば、図３の（ｂ）に示すように、上部磁性層ＵＭのエッチングによっ
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て形成される堆積物ＤＰを除去することが可能となる。なお、工程ＳＴ３１において用い
られる処理ガスがＨ２ガスを含まない場合には、還元反応が生じないので、工程ＳＴ３２
において処理ガスＣにウエハを晒しても図２の（ｃ）に示す状態から変化が実質的に生じ
ず、堆積物ＤＰが除去されない。
【００４２】
　以下、方法ＭＴの実施に用いることが可能な処理システムＰＳについて説明する。図７
は、図１に示す方法の実施に用いることができる一実施形態の処理システムを概略的に示
す図である。図７に示す処理システムＰＳは、基板載置台２２ａ～２２ｄ、収容容器２４
ａ～２４ｄ、ローダモジュールＬＤＭ、ロードロックチャンバＬＬ１、ロードロックチャ
ンバＬＬ２、プロセスモジュールＰＭ１、プロセスモジュールＰＭ２、プロセスモジュー
ルＰＭ３、プロセスモジュールＰＭ４、及び、トランスファーチャンバＴＣを備えている
。
【００４３】
　基板載置台２２ａ～２２ｄは、ローダモジュールＬＤＭの一縁に沿って配列されている
。これら基板載置台２２ａ～２２ｄの上には、収容容器２４ａ～２４ｄがそれぞれ載置さ
れている。収容容器２４ａ～２４ｄ内には、ウエハＷが収容されている。
【００４４】
　ローダモジュールＬＤＭ内には、搬送ロボットＲｂ１が設けられている。搬送ロボット
Ｒｂ１は、収容容器２４ａ～２４ｄの何れかに収容されているウエハＷを取り出して、当
該ウエハＷを、ロードロックチャンバＬＬ１又はロードロックチャンバＬＬ２に搬送する
。
【００４５】
　ロードロックチャンバＬＬ１及びロードロックチャンバＬＬ２は、ローダモジュールＬ
ＤＭの別の一縁に沿って設けられており、予備減圧室を構成している。ロードロックチャ
ンバＬＬ１及びロードロックチャンバＬＬ２は、トランスファーチャンバＴＣにゲートバ
ルブを介してそれぞれ接続されている。
【００４６】
　トランスファーチャンバＴＣは、減圧可能なチャンバであり、当該チャンバ内には別の
搬送ロボットＲｂ２が設けられている。トランスファーチャンバＴＣには、プロセスモジ
ュールＰＭ１～ＰＭ４が対応のゲートバルブを介してそれぞれ接続されている。搬送ロボ
ットＲｂ２は、ロードロックチャンバＬＬ１及びロードロックチャンバＬＬ２の何れかと
プロセスモジュールＰＭ１～ＰＭ４のうち何れかとの間で、又は、プロセスモジュールＰ
Ｍ１～ＰＭ４のうち任意の二つのプロセスモジュールの間で、ウエハＷを搬送する。
【００４７】
　処理システムＰＳのプロセスモジュールＰＭ１は、プラズマエッチングに用いることが
できるプラズマ処理装置であり、プロセスモジュールＰＭ２は、プラズマエッチング及び
工程ＳＴ３の実行に用いることができるプラズマ処理装置である。プロセスモジュールＰ
Ｍ３は、工程ＳＴ４の実行に用いることができる成膜装置である。この成膜装置としては
、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）装置やＲＬＳＡ（Ｒ
ａｄｉａｌ　Ｌｉｎｅ　Ｓｌｏｔ　Ａｎｔｅｎｎａ）装置が用いられ得る。また、プロセ
スモジュールＰＭ４は、プラズマエッチング及び工程ＳＴ５の実行に用いることができる
プラズマ処理装置である。以下、プロセスモジュールＰＭ１、プロセスモジュールＰＭ２
、及びプロセスモジュールＰＭ４の例について詳細に説明する。
【００４８】
　図８は、図７に示すプロセスモジュールＰＭ１として用いることが可能なプラズマ処理
装置を概略的に示す図である。図７に示すプラズマ処理装置１０は、処理容器１２を備え
ている。処理容器１２は、略円筒形状を有しており、その内部空間として処理空間Ｓ１０
を提供している。
【００４９】
　プラズマ処理装置１０は、処理容器１２内に、略円板形状のベース１４を備えている。
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ベース１４は、処理空間Ｓ１０内の下方側の領域に設けられている。ベース１４は、例え
ばアルミニウム製であり、下部電極を構成している。ベース１４は、後述する静電チャッ
ク５０の熱を吸熱して、静電チャック５０を冷却する機能を有する。
【００５０】
　具体的に、ベース１４の内部には、冷媒流路１５が形成されており、冷媒流路１５には
、冷媒入口配管及び冷媒出口配管が接続されている。冷媒流路１５には、チラーユニット
から冷媒入口配管を介して冷媒が供給される。冷媒流路１５に供給された冷媒は、冷媒出
口配管を介してチラーユニットに戻されるようになっている。かかる構成により、ベース
１４及び静電チャック５０の温度が調整されるようになっている。
【００５１】
　プラズマ処理装置１０は、筒状保持部１６及び筒状支持部１７を更に備えている。筒状
保持部１６は、ベース１４の側面及び底面の縁部に接して、ベース１４を保持している。
筒状支持部１７は、処理容器１２の底部から垂直方向に延在しており、筒状保持部１６を
介してベース１４を支持している。プラズマ処理装置１０は、この筒状保持部１６の上面
に載置されるフォーカスリング１８を更に備えている。フォーカスリング１８は、例えば
、シリコン又は石英から構成され得る。
【００５２】
　処理容器１２の側壁と筒状支持部１７との間には、排気路２０が形成されている。排気
路２０の入口又はその途中には、バッフル板２２が取り付けられている。また、排気路２
０の下方には、排気口２４が連続している。排気口２４は、処理容器１２の底部に嵌め込
まれた排気管２８によって提供されている。この排気管２８には、排気装置２６が接続さ
れている。排気装置２６は、真空ポンプを有しており、処理容器１２内の処理空間Ｓ１０
を所望の真空度まで減圧することができる。処理容器１２の側壁には、ウエハＷの搬入及
び搬出のための開口が設けられている。処理容器１２の側壁には、当該開口を開閉するた
めのゲートバルブ３０が取り付けられている。
【００５３】
　ベース１４には、プラズマ生成用の高周波電源３２が整合器３４を介して電気的に接続
されている。高周波電源３２は、主としてイオン引き込みを目的とする高周波電力、即ち
、高周波バイアス電力を下部電極、即ち、ベース１４に供給する。この高周波バイアス電
力の周波数は、例えば、４００ＫＨｚである。
【００５４】
　プラズマ処理装置１０は、更に、シャワーヘッド３８を備えている。シャワーヘッド３
８は、処理空間Ｓ１０の上方に設けられている。シャワーヘッド３８は、電極板４０及び
電極支持体４２を含んでいる。
【００５５】
　電極板４０は、略円板形状を有する導電性の板であり、上部電極を構成している。電極
板４０には、高周波電源３５が整合器３６を介して電気的に接続されている。高周波電源
３５は、主としてプラズマの生成を目的とする高周波電力を電極板４０に供給する。この
高周波電力の周波数は、例えば、６０ＭＨｚである。プラズマ処理装置１０では、高周波
電源３５によって電極板４０に高周波電力が与えられると、ベース１４と電極板４０との
間に高周波電界が形成される。なお、高周波電源３５は、整合器３６を介してベース１４
に電気的に接続されていてもよい。
【００５６】
　電極板４０には、複数のガス通気孔４０ｈが形成されている。電極板４０は、電極支持
体４２によって着脱可能に支持されている。電極支持体４２の内部には、バッファ室４２
ａが設けられている。プラズマ処理装置１０は、ガス供給源４４を更に備え、バッファ室
４２ａのガス導入口２５にはガス供給導管４６を介してガス供給源４４が接続されている
。ガス供給源４４は、処理空間Ｓ１０に処理ガスを供給する。
【００５７】
　電極支持体４２には、複数のガス通気孔４０ｈにそれぞれ連続する複数の孔が形成され
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ており、当該複数の孔はバッファ室４２ａに連通している。したがって、ガス供給源４４
から供給されるガスは、バッファ室４２ａ及びガス通気孔４０ｈを経由して、処理空間Ｓ
１０に供給される。なお、ラジカル分布を制御するために、ウエハＷの中心領域に対する
処理ガスの流量と、ウエハＷの周囲領域における処理ガスの流量とが制御されてもよい。
【００５８】
　一実施形態においては、処理容器１２の天井部に、環状又は同心状に延在する磁場形成
機構４８が設けられている。この磁場形成機構４８は、処理空間Ｓ１０における高周波放
電の開始（プラズマ着火）を容易にして、放電を安定に維持するよう機能する。
【００５９】
　一実施形態においては、ベース１４上に静電チャック５０が設けられている。静電チャ
ック５０は、電極５２、並びに、一対の絶縁膜５４ａ及び５４ｂを含んでいる。絶縁膜５
４ａ及び５４ｂは、セラミック等の絶縁体により形成される膜である。電極５２は、導電
膜であり、絶縁膜５４ａと絶縁膜５４ｂの間に設けられている。この電極５２には、スイ
ッチＳＷを介して直流電源５６が接続されている。直流電源５６から電極５２に直流電圧
が与えられると、クーロン力が発生し、当該クーロン力によってウエハＷが静電チャック
５０上に吸着され保持される。一実施形態では、静電チャック５０の内部に加熱素子であ
るヒータが埋め込まれ、ウエハＷを所定温度に加熱できるようになっている。ヒータは、
配線を介してヒータ電源に接続される。これらベース１４及び静電チャック５０は、載置
台７０を構成している。
【００６０】
　一実施形態においては、プラズマ処理装置１０は、ガス供給ライン５８及び６０、並び
に、伝熱ガス供給源６２及び６４を更に備えている。伝熱ガス供給源６２は、ガス供給ラ
イン５８に接続されている。このガス供給ライン５８は、静電チャック５０の上面まで延
びて、当該上面の中央部分において開口している。伝熱ガス供給源６２は、例えばＨｅガ
スといった伝熱ガスを、静電チャック５０の上面とウエハＷとの間に供給する。また、伝
熱ガス供給源６４は、ガス供給ライン６０に接続されている。ガス供給ライン６０は、静
電チャック５０の上面まで延びて、当該上面の周縁領域において開口している。伝熱ガス
供給源６４は、例えばＨｅガスといった伝熱ガスを、静電チャック５０の上面とウエハＷ
との間に供給する。
【００６１】
　一実施形態では、プラズマ処理装置１０は、制御部６６を更に備えている。この制御部
６６は、排気装置２６、スイッチＳＷ、高周波電源３２、整合器３４、高周波電源３５、
整合器３６、ガス供給源４４、並びに、伝熱ガス供給源６２及び６４に接続されている。
制御部６６は、排気装置２６、スイッチＳＷ、高周波電源３２、整合器３４、高周波電源
３５、整合器３６、ガス供給源４４、並びに、伝熱ガス供給源６２及び６４のそれぞれに
制御信号を送出する。制御部６６からの制御信号により、排気装置２６による排気、スイ
ッチＳＷの開閉、高周波電源３２からの電力供給、整合器３４のインピーダンス調整、高
周波電源３５からの電力供給、整合器３６のインピーダンス調整、ガス供給源４４による
処理ガスの供給、伝熱ガス供給源６２及び６４それぞれによる伝熱ガスの供給が制御され
る。
【００６２】
　このプラズマ処理装置１０では、ガス供給源４４から処理空間Ｓ１０に処理ガスが供給
される。また、電極板４０とベース１４との間において高周波電界が形成される。この高
周波電界によって、処理空間Ｓ１０においてプラズマが生成される。そして、処理ガスに
含まれる元素のラジカル等により、ウエハＷの処理が行われる。
【００６３】
　以下、プロセスモジュールＰＭ２として用いることが可能なプラズマ処理装置１００Ａ
について説明する。図９は、図７に示すプロセスモジュールＰＭ２として用いることが可
能なプラズマ処理装置を概略的に示す図である。図９に示すプラズマ処理装置１００Ａは
、処理容器１９２を備えている。処理容器１９２は、例えば円筒形状を有しており、アル
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ミニウムといった金属から構成されている。処理容器１９２は、その内部空間として空間
Ｓ１００を提供している。空間Ｓ１００は、空間Ｓ１０１及び空間Ｓ１０２を含んでいる
。空間Ｓ１０１は、空間Ｓ１０２よりも上方の空間である。
【００６４】
　処理容器１９２の底部には、ウエハＷを載置するための載置台１１０が設けられている
。載置台１１０は、アルミニウムといった金属製のベース上に静電チャックを有し得る。
載置台１１０は、ヒータ及び／又は冷媒流路といった温度調整機構等を有していてもよい
。
【００６５】
　処理容器１９２の天井部には、誘電体１９４が設けられている。誘電体１９４は、板状
であり、例えば石英ガラスやセラミック等から構成されている。誘電体１９４は、載置台
１１０に対向するように設けられている。誘電体１９４は、例えば、処理容器１９２の天
井部に形成された開口を塞ぐように気密に取り付けられている。
【００６６】
　処理容器１９２には、処理ガスを導入する第１ガス供給部１２０Ａが接続されている。
第１ガス供給部１２０Ａは、プラズマ源によって励起される処理ガスを上述した空間Ｓ１
０１に供給する。空間Ｓ１０１を画成する処理容器１９２の側壁部には、ガス導入口１２
１が形成されており、ガス導入口１２１にはガス供給配管１２３Ａを介してガス供給源１
２２Ａが接続されている。ガス供給配管１２３Ａの途中には処理ガスの流量を制御する流
量制御器、例えばマスフローコントローラ１２４Ａ及び開閉バルブ１２６Ａが介在してい
る。この第１ガス供給部１２０Ａによれば、ガス供給源１２２Ａからの処理ガスは、マス
フローコントローラ１２４Ａにより所定の流量に制御されて、ガス導入口１２１から処理
容器１９２内の空間Ｓ１０１に導入される。
【００６７】
　また、処理容器１９２には、導入する第２ガス供給部１２０Ｂが接続されている。第２
ガス供給部１２０Ｂは、プラズマ源による励起を抑制すべき処理ガスを上述した空間Ｓ１
０２に供給する。空間Ｓ１０２を画成する処理容器１９２の側壁部には、ガス供給ヘッド
２４０が設けられている。ガス供給ヘッド２４０には、ガス供給配管１２３Ｂを介してガ
ス供給源１２２Ｂが接続されている。ガス供給ヘッド２４０は、複数のガス穴２４０ｈを
提供している。これらの複数のガス穴２４０ｈは、下方向、即ち、載置台１１０に向かう
方向にむけて開口していてもよい。このように、下方向に処理ガスが流通することで、処
理ガスをウエハＷに対して適切に供給することができる。なお、複数のガス穴２４０ｈは
、上方向、即ち空間Ｓ１０１に向かう方向に開口していてもよい。
【００６８】
　ガス供給配管１２３Ｂの途中には、処理ガスの流量を制御する流量制御器、例えばマス
フローコントローラ１２４Ｂ、及び開閉バルブ１２６Ｂが介在している。この第２ガス供
給部１２０Ｂによれば、ガス供給源１２２Ｂからの処理ガスは、マスフローコントローラ
１２４Ｂにより所定の流量に制御されて、ガス供給ヘッド２４０から処理容器１９２内の
空間Ｓ１０２に導入される。
【００６９】
　処理容器１９２の底部には、処理容器１９２内のガスを排気するための排気部１３０が
排気管１３２を介して接続されている。排気部１３０は、例えば真空ポンプにより構成さ
れ、処理容器１９２内の空間の圧力を所定の圧力まで減圧し得るようになっている。
【００７０】
　処理容器１９２の側壁部には、ウエハ搬出入口１３４が形成されている。また、処理容
器１９２の側壁部には、ウエハ搬出入口１３４を開閉するためのゲートバルブ１３６が設
けられている。
【００７１】
　処理容器１９２の天井部の上方には、アンテナ１４０及びシールド部材１６０が設けら
れている。アンテナ１４０は、平面状の高周波アンテナであり、誘電体１９４の上側面（
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外側面）の上方に設けられている。シールド部材１６０は、アンテナ１４０を覆っている
。アンテナ１４０は、内側アンテナ素子１４２Ａ及び外側アンテナ素子１４２Ｂを有して
いる。内側アンテナ素子１４２Ａは、誘電体１９４の中央部の上方に配置されている。外
側アンテナ素子１４２Ｂは、内側アンテナ素子１４２Ａを囲むように当該内側アンテナ素
子１４２Ａの外側に配置されている。内側アンテナ素子１４２Ａ及び外側アンテナ素子１
４２Ｂの各々は、例えば銅、アルミニウム、ステンレスといった導体で構成されており、
渦巻きコイル状に形成されている。
【００７２】
　内側アンテナ素子１４２Ａ及び外側アンテナ素子１４２Ｂの各々は、複数の挟持体１４
４によって挟持されており、一体となっている。複数の挟持体１４４の各々は、例えば棒
状に形成されている。複数の挟持体１４４は、内側アンテナ素子１４２Ａの中央付近から
外側アンテナ素子１４２Ｂの外側に張り出すように放射線状に配置されている。
【００７３】
　シールド部材１６０は、内側シールド壁１６２Ａ及び外側シールド壁１６２Ｂを含んで
いる。内側シールド壁１６２Ａは、略筒形状を有しており、内側アンテナ素子１４２Ａを
囲むように、内側アンテナ素子１４２Ａと外側アンテナ素子１４２Ｂの間に設けられてい
る。外側シールド壁１６２Ｂは、略筒形状を有しており、外側アンテナ素子１４２Ｂを囲
むように設けられている。これにより、誘電体１９４の上側面は、内側シールド壁１６２
Ａの内側の中央部（中央ゾーン）と、内側シールド壁１６２Ａと外側シールド壁１６２Ｂ
の間の周縁部（周縁ゾーン）に分けられる。
【００７４】
　内側アンテナ素子１４２Ａ上には、内側シールド壁１６２Ａの開口を塞ぐように、円板
状の内側シールド板１６４Ａが設けられている。外側アンテナ素子１４２Ｂ上には、内側
シールド壁１６２Ａと外側シールド壁１６２Ｂの間の開口を塞ぐように、環状板形状の外
側シールド板１６４Ｂが設けられている。
【００７５】
　なお、シールド部材１６０の形状は、円筒状に限られるものではない。例えば、処理容
器１９２の形状が角筒状であれば、シールド部材１６０の形状は角筒状といった他の形状
になっていてもよい。
【００７６】
　内側アンテナ素子１４２Ａ及び外側アンテナ素子１４２Ｂにはそれぞれ、高周波電源１
５０Ａ及び高周波電源１５０Ｂが接続されている。これにより、内側アンテナ素子１４２
Ａ及び外側アンテナ素子１４２Ｂには同じ周波数又は異なる周波数の高周波電力が供給さ
れる。例えば内側アンテナ素子１４２Ａに高周波電源１５０Ａから所定の周波数（例えば
４０ＭＨｚ）の高周波電力を所定のパワーで供給すると、処理容器１９２内に形成された
誘導磁界によって、処理容器１９２内に導入された処理ガスが励起され、ウエハＷ上の中
央部にドーナツ型のプラズマが生成される。
【００７７】
　また、外側アンテナ素子１４２Ｂに高周波電源１５０Ｂから所定の周波数（例えば６０
ＭＨｚ）の高周波電力を所定のパワーで供給すると、処理容器１９２内に形成された誘導
磁界によって、処理容器１９２内に導入された処理ガスが励起され、ウエハ上の周縁部に
別のドーナツ型のプラズマが生成される。
【００７８】
　これらのプラズマによって、処理ガスからラジカルが生成される。高周波電源１５０Ａ
及び高周波電源１５０Ｂから出力される高周波は、上述した周波数に限られるものではな
い。例えば１３．５６ＭＨｚ、２７ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、６０ＭＨｚなど様々な周波数の
高周波電力が供給されてもよい。但し、高周波電源１５０Ａ及び高周波電源１５０Ｂから
出力される高周波電力に応じて内側アンテナ素子１４２Ａ及び外側アンテナ素子１４２Ｂ
の電気的長さは調整され得る。また、内側シールド板１６４Ａの高さ方向位置及び外側シ
ールド板１６４Ｂの高さ方向位置はそれぞれ、アクチュエータ１６８Ａ及びアクチュエー
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タ１６８Ｂによって調整できるようになっている。
【００７９】
　プラズマ処理装置１００Ａは、制御部２００を更に備えている。この制御部２００によ
ってプラズマ処理装置１００Ａの各部が制御されるようになっている。また、制御部２０
０には、オペレータがプラズマ処理装置１００Ａを管理するためにコマンドの入力操作等
を行うキーボードや、プラズマ処理装置１００Ａの稼働状況を可視化して表示するディス
プレイ等からなる操作部２１０が接続されている。
【００８０】
　さらに、制御部２００には、プラズマ処理装置１００Ａで実行される各種処理を制御部
２００の制御にて実現するためのプログラムやプログラムを実行するために必要なレシピ
データ等が記憶された記憶部２２０が接続されている。
【００８１】
　記憶部２２０には、例えばウエハＷのプロセス処理を実行させるための複数のプロセス
処理レシピの他、処理容器１９２内のクリーニング処理など必要な処理を行うためのレシ
ピ等が記憶されている。これらのレシピは、プラズマ処理装置１００Ａの各部を制御する
制御パラメータ、設定パラメータ等の複数のパラメータ値をまとめたものである。例えば
プロセス処理レシピは、例えば処理ガスの流量、処理容器１９２内の圧力、内側アンテナ
素子１４２Ａ及び外側アンテナ素子１４２Ｂに供給する高周波電力の周波数やパワーなど
のパラメータ値を含む。
【００８２】
　以下、プロセスモジュールＰＭ４として用いることが可能なプラズマ処理装置１００Ｂ
について説明する。図１０は、図７に示すプロセスモジュールＰＭ４として用いることが
可能なプラズマ処理装置を概略的に示す図である。
【００８３】
　プラズマ処理装置１００Ｂは、仕切板２３０を備えている点において、プラズマ処理装
置１００Ａとは異なっている。仕切板２３０は、処理容器１９２の内部に設けられている
。仕切板２３０は、空間Ｓ１０１と空間Ｓ１０２との間に介在して、空間Ｓ１０１と空間
Ｓ１０２を区画している。プラズマ処理装置１００Ｂでは、空間Ｓ１０１は、プラズマ源
によってプラズマが生成される空間である。空間Ｓ１０２は、ウエハＷが配置される空間
である。仕切板２３０は、少なくとも二つの板状部材、即ち、板状部材２３０Ａ及び板状
部材２３０Ｃを有している。板状部材２３０Ａ及び板状部材２３０Ｃは、空間Ｓ１０１か
ら空間Ｓ１０２に向かう方向において順に配列されている。板状部材２３０Ａと板状部材
２３０Ｃとの間には、両者の間隔を所定の間隔に維持するスペーサー２３０Ｂが配置され
ている。
【００８４】
　板状部材２３０Ａ及び板状部材２３０Ｃには、これらの配列方向に貫通する複数のスリ
ットが形成されている。なお、スリットは貫通孔であってもよい。板状部材２３０Ａに形
成された各スリットは、上記配列方向からみて、板状部材２３０Ｃに形成された各スリッ
トと重ならないように配置されている。板状部材２３０Ａ、２３０Ｃの材料としては、例
えば石英ガラスが用いられる。スペーサー２３０Ｂの材料としては、例えばアルミニウム
Ａｌが用いられる。このように構成された仕切板２３０は、イオン及び真空紫外光の透過
を抑制する、所謂イオントラップとして機能する。なお、排気部１３０による空間Ｓ１０
０の減圧が行われている状態では、空間Ｓ１０１で生成されたラジカルは、空間Ｓ１０１
と空間Ｓ１０２との間の圧力差によって、空間Ｓ１０１から仕切板２３０を透過して空間
Ｓ１０２に移動することができる。
【００８５】
　以下、プロセスモジュールＰＭ１、プロセスモジュールＰＭ２、プロセスモジュールＰ
Ｍ４として、プラズマ処理装置１０、プラズマ処理装置１００Ａ、プラズマ処理装置１０
０Ｂをそれぞれ備える処理システムＰＳにおいて方法ＭＴを実施する場合の当該処理シス
テムＰＳの運用に関して、種々の実施形態を説明する。
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【００８６】
　一実施形態では、工程ＳＴ１及び工程ＳＴ２がプラズマ処理装置１０を用いて順に実行
される。工程ＳＴ１では、図２の（ａ）に示すウエハＷを収容したプラズマ処理装置１０
の処理容器１２内に、上述したマスク層ＭＬのエッチング用の処理ガスが供給され、当該
処理ガスのプラズマが生成される。また、工程ＳＴ２では、プラズマ処理装置１０の処理
容器１２内に処理ガスＡが供給され、当該処理ガスＡのプラズマが生成される。
【００８７】
　次いで、ウエハＷは、プラズマ処理装置１００Ａに搬送される。そして、プラズマ処理
装置１００Ａを用いて工程ＳＴ３が実行される。なお、一実施形態では、工程ＳＴ３にお
いてウエハＷが配置される空間の圧力は、工程ＳＴ２においてウエハＷが配置される空間
の圧力よりも高い圧力に設定される。例えば、工程ＳＴ３においてウエハＷが配置される
空間の圧力は、１Ｔｏｒｒ（１３３．３Ｐａ）以上の圧力に設定される。例えば、工程Ｓ
Ｔ３１では、ウエハＷが配置される空間の圧力は、５Ｔｏｒｒ（６６６．６Ｐａ）に設定
され、工程ＳＴ３２では、ウエハＷが配置される空間の圧力は、４０Ｔｏｒｒ（５３３３
Ｐａ）に設定される。また、工程ＳＴ３ではウエハＷの温度は、工程ＳＴ２におけるウエ
ハＷの温度よりも高い温度に設定される。例えば、工程ＳＴ３の工程ＳＴ３１では、ウエ
ハＷの温度は２００℃といった温度に設定される。このため、一実施形態では、工程ＳＴ
２の実行後、工程ＳＴ３の実行のために、ウエハＷは、プラズマ処理装置１００Ａに搬送
される。
【００８８】
　工程ＳＴ３の実行前に、プラズマ処理装置１００Ａでは、載置台１１０の温度が上述し
たような高温、例えば２００℃に設定される。また、プラズマ処理装置１００Ａの処理容
器１９２内にはＡｒガスといった不活性ガスが供給される。次いで、工程ＳＴ３の工程Ｓ
Ｔ３１では、プラズマ処理装置１００Ａの処理容器１９２内に、処理ガスＢが第１ガス供
給部１２０Ａから供給され、当該処理ガスＢのプラズマが生成される。処理ガスＢは、例
えば、１５０ｓｃｃｍのＨ２ガス、３００ｓｃｃｍのＡｒガス、及びＮ２ガスを含み得る
。Ｎ２ガスの流量は、任意に設定され得る。また、工程ＳＴ３１では、高周波電源１５０
Ａ及び高周波電源１５０Ｂによってアンテナ１４０のアンテナ素子に供給される電力は、
例えば１０００Ｗに設定され得る。
【００８９】
　次いで、Ａｒガスといった不活性ガスによって、プラズマ処理装置１００Ａの処理容器
１９２内のガスを置換した後に、工程ＳＴ３２が実行される。工程ＳＴ３２では、プラズ
マ処理装置１００Ａの処理容器１９２内に、処理ガスＣが第２ガス供給部１２０Ｂから供
給される。なお、工程ＳＴ３２において処理ガスＣは励起されず、したがって、工程ＳＴ
３２ではプラズマは生成されない。この処理ガスＣは、例えば、２８０ｓｃｃｍのｈｆａ
ｃＨ、１００ｓｃｃｍのＨ２Ｏ、及び３０ｓｃｃｍのＯ２ガスを含み得る。
【００９０】
　これら工程ＳＴ３１及び工程ＳＴ３２が一回ずつ、或いは交互に複数回繰り返された後
、ウエハＷはプロセスモジュールＰＭ２に搬送される。プロセスモジュールＰＭ２では、
工程ＳＴ４が実行される。これにより、ウエハＷ上に保護膜ＰＦが形成される。
【００９１】
　次いで、ウエハＷは、プラズマ処理装置１００Ｂに搬送される。そして、プラズマ処理
装置１００Ｂを用いて工程ＳＴ５が実行される。工程ＳＴ５の工程ＳＴ５１では、プラズ
マ処理装置１００Ｂの処理容器１９２内に、処理ガスＤが第１ガス供給部１２０Ａから供
給され、当該処理ガスＤのプラズマが生成される。次いで、工程ＳＴ５２が実行される。
工程ＳＴ５２では、プラズマ処理装置１００Ｂの処理容器１９２内に、処理ガスＥが第２
ガス供給部１２０Ｂから供給される。
【００９２】
　次いで、ウエハＷは、プラズマ処理装置１０に搬送される。そして、プラズマ処理装置
１０を用いて工程ＳＴ６及び工程ＳＴ７が順に実行される。工程ＳＴ６においては、プラ
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が生成される。また、工程ＳＴ７では、プラズマ処理装置１０の処理容器１２内に処理ガ
スＧが供給され、当該処理ガスＧのプラズマが生成される。これにより、方法ＭＴの実施
が完了し、ＭＲＡＭ素子が製造される。
【００９３】
　別の実施形態では、工程ＳＴ２、工程ＳＴ３１、及び工程ＳＴ３２がプラズマ処理装置
１００Ａを用いて実行されてもよい。更に別の実施形態では、工程ＳＴ６及び工程ＳＴ７
の少なくとも一方がプラズマ処理装置１００Ａを用いて実行されてもよい。
【００９４】
　以上、種々の実施形態について説明してきたが、上述した実施形態に限定されることな
く種々の変形態様を構成可能である。例えば、上述したプラズマ処理装置１００Ａは、仕
切板２３０を有していないが、例えば、プラズマ処理装置１００Ｂよりも少数の板状部材
を含む仕切板を有していてもよい。この場合には、ウエハＷに供給されるイオンの量を減
少させることが可能となる。
【００９５】
　また、上述した実施形態では、上部磁性層のエッチングによって生じた堆積物の除去の
ために工程ＳＴ３を実行しているが、下部磁性層のエッチングによって生じる耐性物の除
去のために工程ＳＴ３を実行してもよい。
【符号の説明】
【００９６】
　ＰＳ…処理システム、ＬＤＭ…ローダモジュール、ＬＬ１…ロードロックチャンバ、Ｌ
Ｌ２…ロードロックチャンバ、ＴＣ…トランスファーチャンバ、ＰＭ１…プロセスモジュ
ール、ＰＭ２…プロセスモジュール、ＰＭ３…プロセスモジュール、ＰＭ４…プロセスモ
ジュール、１０…プラズマ処理装置、１２…処理容器、７０…載置台、１４…ベース、５
０…静電チャック、２６…排気装置、３２…高周波電源、３５…高周波電源、３８…シャ
ワーヘッド、４４…ガス供給源、６６…制御部、１００Ａ…プラズマ処理装置、１００Ｂ
…プラズマ処理装置、１９２…処理容器、１１０…載置台、１２０Ａ…第１ガス供給部、
１２０Ｂ…第２ガス供給部、１３０…排気部、１４０…アンテナ、１４２Ａ…内側アンテ
ナ素子、１４２Ｂ…外側アンテナ素子、１５０Ａ…高周波電源、１５０Ｂ…高周波電源、
１９４…誘電体、２００…制御部、２３０…仕切板、Ｗ…ウエハ、ＳＢ…基板、ＬＥ…下
部電極層、ＰＬ…ピン止め層、ＬＭ…下部磁性層、ＩＬ…絶縁層、ＵＭ…上部磁性層、Ｕ
Ｅ…上部電極層、ＭＬ…マスク層、ＭＫ…マスク、ＤＰ…堆積物、ＲＰ…生成物、ＰＦ…
保護膜、ＲＰ２…反応生成物。
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